坂本博士 楽曲一覧
女声合唱曲
サカモト・ファミリー・ミュージカル ４作品
ピアノ曲
創作オペラ
声楽曲・合唱曲
東日本大震災復興のために
作品タイトル
（1971 年 S.46 年）

（わたしの愛の詩）

1.わたしの愛の詩

忘れない（改訂版）

2.忘れない （作詩/安井かずみ）

(作詩/真帆志ぶき)

3.私は見ていた（作詩/安井かずみ）
4.お母さんすてきなひと
5.避暑地の恋

(作詩/八坂裕子)

(作詩/八坂裕子)

6.夢がいっぱい

(作詩/八坂裕子)

7.泣かないで、あと 5 分
8.ふたりの場所
9.愛しすぎて

(作詩/八坂裕子)

(作詩/八坂裕子)
(作詩/八坂裕子)

10.星降る夜明け

(作詩/八坂裕子)

11.ささ舟にのって （作詩/森田克子）
12.シーソーみたい （作詩/若谷和子）
13.絶望 （作詩/若谷和子）
14.渚のスキャット （作詩/高梨木聖）
（1982 年 S.57 年）

どうぶつたちのおしゃべり

1.王さまの ひとりごと（ライオン）

（作詩/山崎陽子）

2.どうして、わたし・・・（ねこ）
3.トラがりの とら（とら）
4.ぼうやの ひみつ（こうのとり）
5.あげる あげない（さる）
6.たちばなしが おすき（いたち）
7.およめに まいります（かば）
8.おいらの

なきごえ（かめ）

9.じょうだんじゃ ない（きつね）
10.ひとりぼっち（ふくろう）
11.ないしょ（カンガルー）
12.とうさんのように（ペンギン）
13.ゆめ（はと）
14.いいなあ（いぬ）
15.ラッコのララバイ（ラッコ）
16.母さんの腕の中で（アザラシ）
17.ふたつのくつした（ムカデ）
18.金色の風の中を（うま）
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19.ぼくたちのねがい（ダチョウ）
20.ナ・マ・ケ・モ・ノ（ナマケモノ）
21.あくまでも気高く（白鳥）
22.すきになれそう（シマウマ）
（1985 年 S.60 年）

ポエムファンタジー

プロローグ

ペガサスの翼にのって

1.夜を馳せる

(作詩/村松英子)

2.その夜どんなに寂しくても
3.聖女がまいた薔薇の花びら
4.忘れていたティンカー・ベルに
5.ゆりかごのまわりは
6.幼い手が指さす
7.おまえが触れる
8.星がキラキラとまたたく時は
9.真夜中に掛時計が鳴ると
10.ダイアナがゆあみする
11.いまはとりわけおまえの季節
12.夜空を月が走っている
13.音楽
エピローグ
（1989 年 H.元年）

ピアノファンタジー

1.たちばなしが おすき（いたち）

どうぶつたちのおしゃべり

2.どうして、わたし・・・（ねこ）

（編曲/なかにしあかね）

3.あげる あげない（さる）
4.じょうだんじゃない（きつね）
5.ぼくたちのねがい（だちょう）
6.ぼうやの ひみつ（こうのとり）
7.およめに まいります（かば）
8.ないしょ（カンガルー）
9.ラッコのララバイ（ラッコ）
10.ひとりぼっち（ふくろう）
11.とうさんのように（ペンギン）
12.あくまでも気高く（白鳥）

（1992 年 H.6 年）

歌時計

プロローグ

(作詩/八坂裕子）

1.一、一、一、おめでとう（1 月）
2.春見つけた（2 月）
3.わたしは桃の花（3 月）
4.四月はワクワク（4 月）
5.ぼくはこいのぼり（5 月）
間奏曲
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6.六月の雨（6 月）
7.星合い（7 月）
8.夏休み（8 月）
9.ふしぎだな（9 月）
10.運動会（10 月）
11.地球のハーモニー（11 月）
12.東の国のクリスマス（12 月）
エピローグ
（1999 H.11 年）

薔薇色の風にふかれて

1.薔薇に恋して（作詩/河野八重子）
2.花のアーチをくぐったら（作詩/大久保ナガ子）
3.梅の花（作詩/宮本勝子）
4.風が吹く街（作詩/嘉部京子）
5.月夜のばらのひとりごと（作詩/大久保ナガ子）
6.永遠のばら達よ（作詩/種田則子）
7.ばらいろの雲をみるたびに
（作詩/大久保ナガ子）
8.横浜讃歌（作詩/松本寛子）
9.ばらのこころ（作詩/大久保ナガ子）
10.バラの花によせて（作詩/本多迪子）
11.赤 白 黄色（作詩/大久保ナガ子）
12.花を想ふ（作詩/大久保ナガ子）
13.花によせて（作詩/高田和子）
14.いまはしずかな時の流れ（作詩/小巻千鶴子）
15.生命のある限り（作詩/種田則子）.
16.Forever 輝いて（作詩/井上万里子）

（2001 年 H.13 年）

組曲「いのちの七楽章」

1.未来

～自然こそ偉大な神～

2.友愛

Nature is Divine
(作詩/加藤安里)

3.森林浴
4.環境
5.戦争
6.四季
7.自然こそ偉大な神

サカモト・ファミリー・ミュージカル テーマ曲集 4 作品
（1973 年 S.48 年）

小鳥になったライオン

1.いつも歌をうたおう

（作詩/山崎陽子）

2.不思議なみどりのひげ
3.ひとりぼっちのポピー
4.どうしたことか 王子さま
5.心はひとつ
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（1975 年 S.50 年）

らくだい天使ペンキィ

1.虹のテーマ

（作詩/山崎陽子）

2.おやすみなさい よい子たち
3.大人だって昔は
4.わかってほしいの
5.君の涙がほんものなら
6.レインボークラブのマーチ
7.ぼくの青空

（1978 年 S.53 年）

パパの子守歌

1.パパの子守歌

（作詩/山崎陽子）

2.白い砂浜で
3.六倍と六分の一
4.それぞれの幸せ

（1981 年 S.56 年）

ロン・ひとりぼっちのおお

1.だれの心の中にも

かみ

2.もしかしたら

（作詩/山崎陽子）

3.春になったら
4 風の子守歌
5.花の王子さま
6.母さんのブランコ
7.あしたがあるさ
8.ふたりだけの秘密

創作オペラ
（1977 年 S.52 年）

炎・この美しきもの

脚本/吉永淳一

（1984 年 S.59 年）

陽が昇るとき

脚本/山崎陽子

声楽曲

合唱曲 モノミュージカル

（1974 年 S.48 年）

ママのキッス

作詩/山崎陽子

ぼくだってちゃんと
（1975 年 S.50 年）

夕焼けの詩
脚本/山崎陽子

ある母の日記
不運な娘の話
（1976 年 S.51 年）

お月様と子犬

脚本/山崎陽子

（1978 年 S.53 年）

ふたりぼっち

脚本/山崎陽子

星の子ペンキィ

作詩/山崎陽子

はだしのサンタクロース

脚本/山崎陽子

（1980 年 S.55 年）

わがままな大男

オスカーワイルド原作・脚本/山崎陽子

（1981 年 S.56 年）

虹色のいのちーあじさいの詩

脚本/杉本かおり

（1984 年 S.59 年）

薔薇ものがたり

脚本/八坂裕子
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サンタクロースっているんでしょうか

脚本/山崎陽子

みんなのクリスマス
愛と呼ぶにははやすぎるけど
（1985 年 S.60 年）

白鳥のうかぶ海
脚本/山崎陽子

24 ページのアルバム
（1988 年 S.63 年）

作詩/八坂裕子

大きな木

作/シェル・シルヴァスタイン

花ごころ

1.たんぽぽ（希望）

(作詩/江口洸彗)

2.蕗のとう（風景画）
3.紫陽花（想い）
4.都忘れ（後悔）
5.コスモスの雨
6.桔梗の海
7.すずらん（友情）
8.薔薇（ひとりぼっち）
9.菜の花
10.幻想コスモス

旅の思い出をつづって

1.チャオ（イタリア）

（作詩/江口洸彗）

2.愛の行方（パリ）
3.旅情（ハワイ）
4.夾竹桃（アテネ）
5.森のカモメ（ウィーン）

旅路

作詩/江口洸彗

（1989 年 H.元年）

年老いた女優とうさぎ

脚本/山崎陽子

（1990 年 H.2 年）

つ・れ・あ・い

脚本/山崎陽子

鷺草讃歌

作詩/柴田忠夫「せたがや歌の広場」
第１回

（1991 年 H.3 年）

（1992 年 H.4 年）

（1993 年 H.5 年）

飛べサラブレッド

作詩/柴田忠夫「せたがや歌の広場」

一枚の木の葉

作詩/武田隆子「せたがや歌の広場」

八月の庭

作詩/中島宝城

多摩川夢幻

作詩/柴田忠夫「せたがや歌の広場」

速川小学校校歌

作詩/武内雷龍

名

作詩/新川和江「せたがや歌の広場」

サケよ帰れ、ふるさとへ

作詩/柴田忠夫「せたがや歌の広場」

花詩集

1.さくら幻想曲

（作詩/柴田忠夫）

2.風と電車とからたちの花
3.ひなげし悲歌 ―good luck!
4.千万本のひまわり
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5.花散里 ―花橘―
6.ゆき・うめ・つばき
7.蓮の花
（1994 年 H.6 年）

虹がはこぶ愛の夢

作詩/権藤祐子「せたがや歌の広場」

あめのあしおと

作詩/新川和江「せたがや歌の広場」

ダルムシュタットに眠るわが師に寄せ

作詩/坂本博士

て
（1995 年 H.7 年）

印西町西の原小学校校歌

作詩/中島宝城

こうえんのベンチ

作詩/香山美子「せたがや歌の広場」

かぜのはなし

作詩/香山美子「せたがや歌の広場」

にわか雨

作詩/山崎陽子

白鳥は天翔り舞ふ

作詩/中島宝城

Stop.the いじめっ子

作詩/小田島明子、市来優歩、落合歩、
園田時子、高森愛花

虹色のほほえみ

作詩/坂本博士、羽根田佳子

夏雲のうた

作詩/磯村英樹「せたがや歌の広場」

友

作詩/能仲ヤツオ

東遊吟情

作詩/幾田裕男

梅吉ごころ

作詩/姜容慈

ペレーの家

作詩/江間章子「せたがや歌の広場」

素晴らしき人生

作詩/坂本博士、権藤祐子

ふるさと

作詩/宮本むつみ「せたがや歌の広場」

柿の実ひとつ

作詩/柴田忠夫「せたがや歌の広場」

（2000 年 H.12 年）

果樹園のクロアリが嘆いてうたった詩

作詩/新川和江「せたがや歌の広場」

（2001 年 H.13 年）

写生

作詩/宮本むつみ「せたがや歌の広場」

（1996 年 H.8 年）

（1997 年 H.9 年）

（1998 年 H.10 年）

（1999 年 H.11 年）

毛利さんの宇宙からのメッセージ
（2002 年 H.14 年）

（2003 年 H.15 年）

夕焼けに歌おう

作詩/宮本むつみ「せたがや歌の広場」

さんクロシスターズのうた

作詩/坂本博士

プリティーズのために

作詩/宮崎初美

花環の歌によせて

作詩/溝口みさを

羽ばたけ地の果てへ

作詩/内山アサ子

しずく

作詩/橋本侑子

青空に想いを寄せて

作詩/福永倫子

我が人生の夢舞台

作詩/田村幸子

日の丸

作詩/柴田忠夫「せたがや歌の広場」

あなたに

作詩/柴田敏子
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心のかけ橋七つの歌

1.月の光クレール（今井スミ子）
2.風のミュージシャン（戸川正子）
3.幼き日母が歌いし童謡（古畑純子）
4.母のいろ（向江八重子）
5.小さな孫よ（喜多村洋子）
6.お父さんの背中（隈部美恵子）
7.橋（香川百合子）

（2004 年 H.16 年）

ふるさとの春

作詩/宮本むつみ「せたがや歌の広場」

もしかしたら

作詩/堀 静子

ある日の私

作詩/神野紀子

ワイン色の夕焼け

作詩/望月登美子

時がどんなに流れても

ひろはまかずとし

心のとびら

作詩/大久保ナガ子

せりざわの森

作詩/小作久美子「せたがや歌の広場」

コスモスのように

作詩/濱野ノリ子

（2007 年 H.19 年）

ささやかな願い

作詩/坂本旦子

（2011 年 H.23）

東日本大震災復興のために

（2005 年 H.17 年）

1.絆

絆・三部作

2.希望の道

（作詩/坂本博士）

3.ふるさとに送る愛の歌
オペラ

未来に生きる子ども達の為に
～子どもたちの思い、願い、
祈りをこめて～

1.東日本大震災（作詩/平野珠涼）
2.すべてが私の宝物（作詩/宮本弓歌）
3.大じしん（作詩/宇田川暖花）
4.大じしん（作詩/宮崎史名）
5.友だちっていい（作詩/坂井彩乃）
6.たいへんだったね（作詩/いそ田つき
こ）

（2012 年 H.24）

海と空と人

作詩/熊坂伸子

おかえりなさい

作詩/森田眞奈子

ひとりにはさせない

作詩/八坂裕子

ふたたび風を

作詩/白鳥道子

富士山讃歌
～５つの物語風組曲～

1.初めての出会い、気高い富士さん
（作詩/河野八重子）
2.幸せ記念日（作詩/望月登美子）
3.富士さんと握手して（作詩/浅羽和子）
4.あの、秋の一日（作詩/本多迪子）
5.富士さんにウィーンの調べをのせて
（作詩/大久保ナガ子）

（2013 年 H.25）

船出

作詩/宮本むつみ「せたがや歌の広場」

清明

作詩/島田恭子
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（2015 年 H.27）

これからも

作詩/坂本博士
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